
再生紙を使用しています。 この印刷物は地球に優しい植物油を使
用したインキで印刷されています。8

月（高富・伊自良） 火（美山） 水（美山） 木（高富・伊自良） 金（美山）

 2 	がんばらない体操  3 	・フレイル体操
	 ・保健師講座

 4 	未定  5 	フレイル体操  6 	 レインボーズ
	 （歌、日本舞踊等）

9　休み 10　卓球バレー 11	がんばらない体操 12 卓球バレー 13	未定

16 保健師講座 17 栄養士講座 18	マジッククラブ 19 保健師講座 20	がんばらない体操

23 なつまつり 24 なつまつり 25 なつまつり 26 なつまつり 27 なつまつり

30 栄養士講座 31 レインボーズ
	 （歌、日本舞踊等）

社協だより 令和3年8月1日 発行 第165号

表紙題字　脇田 美明さん（谷合）
山県市地域福祉
推進キャラクター山県市社協マーク

山県市社会福祉協議会公式アカウントです！！

Twitter Instagram LINE

【法人理念】　ともに生き  ともに尊び  ともに支え  ともに築く

社会福祉法人山県市社会福祉協議会
岐阜県山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
E-mail：info@y-shakyo.or.jp
ホームページアドレス：http://www.y-shakyo.or.jp/
◆ふれあいプラザ（デイサービスふれあい、一般介

護予防事業まめかなクラブ、病児保育おひさま）
岐阜県山県市高木933
TEL（0581）23-2030　FAX（0581）23-2031

● ● 求 人 コ ー ナ ー  ● ●

毎週 　月・木　→高富・伊自良地域（ふれあいプラザ）
毎週 火・水・金→美山地域（美山老人福祉センター）にて開催中!

お申し込みは、0581-52-3010まで

ヘルパー（訪問介護） 急募 デイサービス介護職員

8月一般介護予防事業 行事予定表ブま め か な ク ラ

★お気軽にお問合せください。
　見学や説明も感染症対策の上、受け付け
　ております。

問い合わせ先　52-2800（長屋）

◉朝・夕の送迎時間も勤務できる方、大歓
迎です!

★お気軽にお問合せください。
　見学や説明も感染症対策の上、受け付け
　ております。

問い合わせ先　52-2800（谷口、飯尾）

◉「介護福祉士」「ヘルパー2級」「初任者研
修」のいずれかの資格を有する場合は、
未経験でもOK!

◉週1時間からでも大歓迎!

理学療法士による
個別機能訓練も！

広々とした館内で、
ゆったりと

お過ごしいただけます。

〈きっと笑顔になれる場所〉

デイサービスふれあいが
新施設「ふれあいプラザ」に仲間入り!

11/7（日）に開催を予定している「やまがた社会福祉大会」につきまして、新型コロナウイルス感染
症の感染状況を鑑み、大会規模を縮小して開催します。つきましては、本年度は関係者のみで開催
いたします。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

～あなたの手からこころから～第19回やまがた社会福祉大会について

あなたの一歩を
応援しています!

勤務時間：8:30〜17:30
月　　給：169,500円〜172,000円
　　　　　※休日等手当あり

賞　　与：2ヶ月分

常勤ヘルパー

勤務時間：8:00〜18:00のうち、
　　　　　都合のつく時間（シフト制）
時　　給：1,120円〜2,120円
　　　　　※交通費支給あり

パートヘルパー

勤務時間：8:00〜17:30のうちの
　　　　　8時間勤務
勤務条件：介護福祉士
　　　　　または取得見込みの方
月　　給：介護福祉士167,000円〜
　　　　　※交通費、その他手当あり

賞　　与：2ヶ月分

常勤介護職員

勤務時間：8:00〜17:30で、
　　　　　都合のつく時間、週数日でも可。
時　　給：無資格910円〜
　　　　　※別途交通費支給あり

パート介護職員

職員一同、みなさまの
ご利用をお待ちしています！



令和２年度  山県市社会福祉協議会事業報告
＊＊＊事 業 報 告＊＊＊

◦　

居宅介護支援事業
◦介護給付　1,896名　◦予防給付　521名
訪問介護事業
◦介護給付　6,371名　◦総合事業　1,289名
◦訪問型サービスA　308名
◦外出支援　206名
◦障害者居宅介護　2,903名

デイサービス事業
◦やすらぎ（346日営業）　延利用者数7,070名
◦ふれあい（302日営業）　延利用者数6,073名
◦ほほえみ（302日営業）　延利用者数5,969名
ショートステイ事業
◦延利用者数4,237名

＊＊令和2年度決算報告（資金収支内訳表）＊＊

一般福祉事業（地域福祉を推進する事業）
財源：社協会費、共同募金配分金、寄付金、補助金、助成金、介護保険事業の収益

公的福祉事業（介護保険事業） 財源：介護報酬、利用料、受託金

高齢者福祉事業
◦いきいきつどいクラブ　延利用者数163名
児童青少年、福祉教育事業
◦子どもの居場所づくり
　あさひサロン　2回開催
　とみっ子カフェ（住民主体）の支援

地域貢献事業
財源：介護保険事業の収益

【法人運営事業】
地域福祉事業
◦小地域福祉ネットワーク活動推進
　まめネット協議会総会（6地区）
　小地域福祉活動助成金（なし）
　地域福祉活性化事業助成金（3団体）
　まちづくり推進役員会、研修会等（中止）
　安心いきいき台帳整備、まめネット協議会活動支援
◦ふれあいサロン支援事業
　立ち上げ支援の助成金交付（9団体）
　継続支援の助成金交付（20団体）
　歳末ふれあいサロン交流会助成金交付（14団体）
　リーダー研修会

高齢者福祉事業
◦ほほえみ冊子配付　冊子配付数550冊／月
◦高齢者の生活支援・コーディネート
　ボランティア養成講座　中止
◦社協カレンダー配付　900部

児童青少年、福祉教育事業
◦出生お祝い　絵本贈呈95名
◦新入学お祝い　記念品贈呈157名

障害者福祉事業
◦福祉車両貸出　52件
◦福祉機器貸出・ゆずりあい　
　車いす貸出12件　ゆずりあい 制服等学業用品13件

相談事業
◦福祉総合相談
　訪問相談　334件
　その他窓口相談（生活困窮等）　136件
◦生活困窮者支援
　小口生活資金貸付　4件
　フードバンク事業の開始　食料支援　延118件
◦生活福祉資金貸付　相談件数112件
◦ひきこもり支援　講演会　中止

ボランティア推進事業
◦ボランティア・市民活動支援センター　傾聴講座　中止
◦ボランティア活動助成　交付9団体
　ボランティア活動ポイント付与

福祉教育事業
◦福祉活動推進助成　交付13校・1園
◦子どもボランティアスクール　未開催
◦福祉出前講座　2回

広報活動等
◦第18回やまがた社会福祉大会　中止
◦社協だより（ぼらっち）発行　隔月
◦会費募集、理事会・評議員会開催
◦職員の資質向上
◦新事業
　本所設計委託　デマンド型交通事前登録業務の受託

その他
◦介護職員初任者研修　中止

【福祉サービス利用援助事業】
◦日常生活自立支援　　
　相談件数13件　契約件数8件

【子育て支援事業】
◦病児保育　延利用者数22名

（単位：円）
勘定科目 一般福祉事業 公的福祉事業 合　計

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

会費収入 5,150,000 0 5,150,000 
寄付金収入 1,418,958 0 1,418,958 
経常経費補助金収入 36,159,305 1,984,000 38,143,305 
受託金収入 4,438,595 4,413,900 8,852,495 
事業収入 267,961 0 267,961 
介護保険収入 0 292,144,443 292,144,443 
障害者福祉サービス等事業収入 0 8,360,704 8,360,704 
受取利息配当金収入 64,997 533,011 598,008 
その他の収入 296,648 2,482,249 2,778,897 
事業活動収入計 47,796,464 309,918,307 357,714,771 

支
　
　
出

人件費支出 47,612,472 252,370,936 299,983,408 
事業費支出 4,839,438 34,185,708 39,025,146 
事務費支出 18,786,118 15,823,306 34,609,424 
共同募金配分金事業費 3,692,918 0 3,692,918 
返還金支出 534,243 0 534,243 
助成金支出 93,000 0 93,000 
負担金支出 46,500 0 46,500 
その他の支出 1,066,022 0 1,066,022 
事業活動支出計 76,670,711 302,379,950 379,050,661 

事業活動資金収支差額 -28,874,247 7,538,357 -21,335,890 
施
設
整
備
等
収
支

収
入

固定資産売却収入 1,333,318 0 1,333,318 
施設整備等収入計 1,333,318 0 1,333,318 

支
出

固定資産取得支出 6,899,100 721,000 7,620,100 
施設設備等支出計 6,899,100 721,000 7,620,100 

施設設備等資金収支差額 -5,565,782 -721,000 -6,286,782 

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
　
　
入

長期貸付金回収収入 126,999 0 126,999 
拠点区分間繰入金収入 18,270,193 0 18,270,193 
その他の活動による収入 6,620,100 0 6,620,100 
その他の活動収入計 25,017,292 0 25,017,292 

支
　
　
出

積立資産支出 360,109 105,968 466,077 
拠点区分間繰入金支出 0 18,270,193 18,270,193 
その他の活動による支出 9,612,480 0 9,612,480 
その他の活動支出計 9,972,589 18,376,161 28,348,750 

その他の活動資金収支差額 15,044,703 -18,376,161 -3,331,458 
当期資金収支差額合計 -19,395,326 -11,558,804 -30,954,130 

　地域福祉事業の中止や縮小で支出は減少しまし
たが、これに伴う助成金等の減少、新本所建設関
係の臨時的な事業支出により、収支は1,800万円
程度のマイナス決算となりました。
　なお、人件費の財源につきましては、山県市か
らの補助金、委託金で、不足分は介護保険事業（公
的福祉事業）から補填しています。

一般福祉事業 公的福祉事業

　新型コロナウイルス感染により各
介護事業所において休業を余儀なく
されたこと及び、ショートステイの
令和2年度末閉鎖の影響
もあり、介護保険収入
が大きく減少しマイナ
ス決算となりました。
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ご協力ありがとうございました。
 

　令和3年度社会福祉協議会会費（中間報告）は、下記のとおり皆様のご理解ご協力をいただく
ことができました。厚くお礼申し上げます。会費は市内の高齢者福祉、障がい者福祉等、地域
福祉の充実を図るために活用させていただきます。なお継続してご協力を、お願いしております。

3,533,500円
のご協力をいただきました。（賛助会費を除く）

賛助会員様へ
　令和3年度賛助会費にご協力
いただきました企業・施設様に
つきましては、社協だより10月
（166号）にて報告・掲載させて
いただく予定でございます。

（内訳）
一般会費	 3,390,500円
特別会費	 143,000円

地区名 世帯数（世帯） 金　額（円） 地区名 世帯数（世帯） 金額（円）
高　富 1,999 928,500 北　山 105 42,000
富　岡 1,626 739,000 葛　原 267 101,000
梅　原 380 159,500 谷　合 186 72,000
桜　尾 393 195,000 北武芸 251 84,500
大　桑 334 135,500 乾 273 114,500
伊自良北 267 132,000 富　波 315 99,500
伊自良南 536 268,500 西武芸 640 319,000

合　計 7,572 3,390,500

一般会費　　　1口　500円 〈一般会費地区別〉	

社協会費のご協力ありがとうございました
（令和3年6月30日現在）

フードバンク事業にて食料を寄付して
くださった方 （々敬称略）　R3.5.1～R3.6.30まで

◦福井一徳　◦匿名4件

その他、回収BOXに入れていただいた方や、お米
を置いていってくださった方もいらっしゃいました。
たくさんご協力いただき、ありがとうございます！

〜もったいないをありがとうに〜 ゆずりあい事業

本会では、育児用品・介護用品・学業用品を
必要な家庭にお譲りする「ゆずりあい事業」を
行っております。現在、本会で保管しておりま
す「介護用ベッド」1点、リクライニング車いす2
点を倉庫整理のため、8月末に廃棄予定です。
希望される方は、本会までご連絡ください。

（0581-52-3010）

フードバンク＆リサイクル

❖10口	 今村智之　丹羽英之　匿名1名
❖5口	 武藤嘉邦　大沢登美子　宮川佳子　古田豊行
	 日比野良和　長野昌章　木田多津子
	 宮崎聖祥　梅田義孝　平田久美子
❖3口	 3名
❖2口	 2名
❖1口	 50名

特別会費　個人（順不同・敬称略）　1口　1,000円

困っている人に
届きますように、

新型コロナウイルス
対策支援事業

寄付金報告

♥ ♥あたたかいお気持ち
ありがとうございます

　地域のみなさまから本会へご寄付を
いただきましたので、ご紹介します。み
なさまからの寄付金等はすべて、地域
福祉事業に活用させていただきます。

◦匿名………ウェットティッシュ他
◦匿名………………………タオル他

古切手、ベルマーク、
テレカ、書き損じハガキ
 （受付順・敬称略）
（令和3年6月30日まで）

◦世界心道教高富教会　◦佐伯　清栄

◦同朋会在宅介護支援センター

◦特別養護老人ホーム椿野苑

◦㈱山口製作所　◦㈱高富運輸　◦㈱山田養鶏

◦藤田　南司　　◦匿名７名

ありがとう
ハート

　令和２年度に募集した新型コロナウイルス対策
支援事業寄付金の実績と活用させていただいた取
り組みについてご報告します。

寄付金活用事業　寄付金活用総額	273,891円　（余剰分360,109円は生活困窮
者支援積立金として積み立て。）

緊急食料支援
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け生活が困窮している
世帯に対して緊急食料支援を実施しました。

支援実績  ６８世帯１５７人　　 支出内容  食料品代

お家でまめかなプロジェクト
　新型コロナウイルスの影響で外出機会が減少した高齢者、障がい者等に社
会との関わりを絶やさないため、お手紙を郵送して困りごとや心配ごとを聞
き取りました。

支援実績  高齢者、障がい者等約2,000人に手紙を発送　 支出内容  郵送代

マスク支援事業
　未使用マスクの収集やボランティア手作りマスクを市内の福祉施設や生活困窮世帯に配布しました。
支援実績  施設等：28施設　困窮世帯：41世帯　　 支出内容  マスク材料代

【寄付金の活用状況について】

受入件数 受入額

74件
（企業、団体：66件		個人：8件） 634,000円

令和3年3月31日までの受入れ。

【寄付金受入状況】

新型コロナウイルス対策支援事業の寄付金ご協力者 
R3.5/1～6/30 	◦(有)本荘塗装

（6/30現在、申込書提出及び入金済みの方を掲載しております。敬称略）

54



山県市ボランティア・
市民活動支援センター
〒501-2259 山県市岩佐1177番地1
TEL（0581）52-3010　FAX（0581）52-2941
メールアドレス　community@y-shakyo.or.jp

令和３年
８月1日発行

NO.165

●団体… 71団体 （1739名）
●個人… 82名 （令和3年6月30日現在）題字　武藤  美智子さん（山県市笹賀）

役員改選に伴い、次の方々に理事・監事として就任いただくことになりました。

会　長　丹羽　英之　　副会長　武藤　嘉邦　　副会長　大沢登美子
理　事　古田　豊行　　理　事　日比野良和　　理　事　平田久美子　　理　事　福井　廣行
理　事　宮川　佳子　　監　事　長野　昌章　　監　事　池戸　和人
※任期 令和5年定時評議員会まで

令和3年5月25日に、山県市社会福祉協議会新本所建設
工事の安全を祈願した地鎮祭が執り行われました。

新評議員　谷村　政彦　　曽我　美穂　　梅田　幸子　　堀　　佳子　　平野はまえ　　早川　　修
　　　　　高瀬　正勝　　福井千代子　　日置　智夫　　田上　　隆　　髙屋　重義　　長野　昌秋

※任期 令和7年定時評議員会まで

　この度、山県市社会福祉協議会の役員改選に
伴い、6月16日の理事会におきまして、理事の
皆様のご推挙を賜りまして、会長の職に就任い
たしました。
　もとより微力ではございますが、これまでの
経緯・経過、更には経験を踏まえ、山県市社会
福祉協議会の健全な経営と円滑な運営に心が
け、地域福祉事業・介護保険事業の充実発展に
全霊を傾注し、その職責を全うしたいと考えて
おります。
　また、このコロナ禍において、日常生活が制
約される中で、ワクチン接種がすべての人にい
きわたり、コロナ感染が収束することを皆さん
と共に願うものでございます。
　ところで今、少子高齢化や人口減少の進み、
地域、家庭、職場という人々の生活領域におけ
る支え合いの基盤が弱まってきているなか、地
域の住民や地域の多様な主体が参画して、人と
人、人と資源が世代や分野を超えて繋がること

社会福祉法人 山県市社会福祉協議会
会長  丹羽 英之会長就任のあいさつ

で、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに
創っていく「地域共生社会」の
実現に向けて、地域社会にお
いて、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受
け手」という関係を超えた、包括的な支援体制
を構築していくことが求められております。
　私ども社協は、「あらゆる生活課題への対応」
と「地域のつながりの構築」に向けた事業・活動
をすすめるためのアクションプラン(山県市地
域福祉活動計画)をもとに、地域のネットワー
ク活動等、地域の福祉活動を積極的に推進して
参ります。
　山県市社協は、市民の皆様により信頼される
社会福祉法人としての責務を果たせるよう、役
職員一丸となり鋭意努力してまいりますので、
市民の皆様のあたたかいご支援・ご協力を賜り
ますようお願い申し上げまして、会長就任の言
葉とさせていただきます。

新本所建設地

〈JA〉
山県ばすけっと

バス
ターミナル

高
富
街
道（
国
道
256
号
線
）

新本所周辺図

▲地鎮祭 ▲会長あいさつ

新役員等紹介（敬称略・順不同）

グループや団体・施設からの相談をお待ちしています！
　新型コロナウイルスの感染拡大か
ら1年以上が経ちました。ボランティ
アの受け入れをお休みしている福祉
施設も依然として多い状況です。
　福祉施設の皆さんと顔を合わせる
ことができるボランティアはできな
くても「会えなくたって、ボランティ
ア♪」そんな気持ちで利用者・職員
の皆さんを応援しませんか？

サポートが必要な福祉施設などから
例：「使い捨て雑巾が欲しい」
　　「季節の壁飾りづくりを手伝ってほしい」など

誰かの役に立ちたい学校・団体サークルなどから
例：「みんなで雑巾縫えます」
　　「メンバー全員折り紙が得意です」
　　「施設に絵はがきを送りたい！」など

　山県市社会福祉協議会では山県市内の小学校４年生～高校生を対象に子どもボランティア
クラブの参加者を募集しています。子どもボランティアクラブでは、子どもたちの自主的な
活動を目指し、月に1回程度の開催を考えています。
　新型コロナウイルス感染症の影響により急遽活動を中止する場合があります。
　あらかじめご了承ください。

お 問 合 せ
社会福祉法人山県市社会福祉協議会  担当：地域福祉係
TEL 0581-52-3010　FAX 0581-52-2941
MAIL community@y-shakyo.or.jp

子 ど も ボ ラ ン テ ィ ア ク ラ ブ

申込みフォームは
▼コチラ

参加者
募集

　現在、本会が地域の方々に貸出を行っている福祉
機器（車いす、スロープ以外）につきまして、経年劣
化により安全に貸出することができないため、右記
のとおり変更させていただきました。
　何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

福祉機器等貸出品の変更について 変更前 変更後
車いす 継続

スロープ 継続
4点杖 終了
松葉杖 終了
歩行器 終了

電動ベッド 終了

→
→
→
→
→
→
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